平成30年６月25日
各

位
会 社 名
代 表 者 名 代表取締役社長 谷川 正人
（コード番号 6905 東証第一部）
問い合せ先 常務取締役経理部長 小西 有吉
(TEL. 076-432-8151)

スウェーデン電源メーカー Powerbox International AB
の株式等の取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、平成30年６月25日開催の取締役会において、スイッチング電源を製造・販売するスウェーデンの
Powerbox International AB （以下、PRBX）の株式等を取得し、子会社化することを決議しましたので、お
知らせいたします。
記
１． 株式等の取得の理由
1974年に設立され、スウェーデンのグネスタに本社を置くPRBXは、スイッチング電源の製造・販売を
グローバルに行っております。顧客の競争力強化のために高効率かつ環境に配慮した製品を開発する技
術力に強みを持ち、主に、産業機械、輸送機器、医療機器業界向けに個々の顧客に合わせた製品・ソリ
ューションを提供しております。また、高い製品開発力と顧客要求に対応する柔軟なカスタマイズ力を
背景に、特に欧州で高いプレゼンスを有し、広範な業界で強固な顧客基盤を築いています。
当社は、PRBXの株式取得により、欧州地域における営業力の強化と開発組織の獲得により事業領域の
拡大・強化が可能となります。当社製品とPRBXの製品を組み合わせることで、それぞれの製品ポートフ
ォリオの拡大と、より広範な顧客層に対する包括的なソリューションの提供が期待されます。欧州地域
でのより一層の事業拡大を図るために、PRBXの研究開発から生み出された製品デザイン力のノウハウを
当社の製品にも活用していきます。

２． 異動する子会社の概要
(1) 名称
(2) 所在地
(3) 代表者
(4) 事業内容
(5) 資本金
(6) 設立

Powerbox International AB
Västra Storgatan 22 Box 148 646 22 Gnesta, Sweden
Managing Director: Martin Sjöstrand
電子機器、電機機械器具の開発、製造および販売
27,305,984 スウェーデン・クローナ（約342百万円）
1974年
Alder Fund I AB 63.29％
(7) 大株主及び持株比率
Stiftelsen Industrifonden 22.68％
資本関係 当該関係はありません。
(8) 上場会社と当該会社 人的関係 当該関係はありません。
との間の関係
当社子会社と当該会社との間で、直流安定化電源製品の販売及
取引関係
び仕入取引の関係があります。
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(9) 当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態
決算期
平成27年12月期
平成28年12月期
平成29年12月期
69.0百万SEK
115.4百万SEK
120.0百万SEK
連結純資産
（866百万円）
（1,448百万円）
（1,506百万円）
261.6百万SEK
347.8百万SEK
325.2百万SEK
連結総資産
（3,283百万円）
（4,365百万円）
（4,081百万円）
369.4百万SEK
409.4百万SEK
408.6百万SEK
連結売上高
（4,636百万円）
（5,138百万円）
（5,128百万円）
-9.7百万SEK
14.4百万SEK
17.3百万SEK
連結営業利益
（-122百万円）
（181百万円）
（217百万円）
-13.4百万SEK
1.4百万SEK
9.3百万SEK
連結当期純利益
（-168百万円）
（17百万円）
（117百万円）
－ SEK
－ SEK
－ SEK
１株当たり配当金
（ － 円）
（ － 円）
（ － 円）
（注１）１株当たり連結純資産、１株当たり連結当期純利益につきましては、各事業年度の株式数情報（期
末発行済株式総数、期末自己株式数及び期中平均株式数）を把握できていないため、記載しており
ません。
（注２）SEK =スウェーデン・クローナ、
（ ）書きは、直近の為替相場で換算した金額を記載しております。

３． 株式等の取得の相手先の概要
【Alder Fund I AB】
(1) 名称
(2) 所在地
(3) 代表者の役職・氏名
(4) 事業内容
(5) 資本金
(6) 設立年月日
(7) 純資産
(8) 総資産
(9) 大株主及び持株比率
(10) 上場会社と当該会社との関係

【Stiftelsen Industrifonden】
(1) 名称
(2) 所在地
(3) 代表者の役職・氏名
(4) 事業内容
(5) 資本金
(6) 設立年月日
(7) 純資産
(8) 総資産
(9) 大株主及び持株比率
(10) 上場会社と当該会社との関係

Alder Fund I AB
Kungsgatan 10 4tr, 111 43 Stockholm, Sweden
Partner and founder: Henrik Flygar
投資事業
守秘義務契約により非開示
2010 年５月５日
守秘義務契約により非開示
守秘義務契約により非開示
守秘義務契約により非開示
当社と当該会社との間には資本関係、人的関係、取引関係のいず
れも該当なく、利害関係はありません。

Stiftelsen Industrifonden
Vasagatan 11, PO Box 1163, 111 91 Stockholm, Sweden
Investment Manager: Tore Tolke
投資事業
守秘義務契約により非開示
1997 年２月 17 日
守秘義務契約により非開示
守秘義務契約により非開示
守秘義務契約により非開示
当社と当該会社との間には資本関係、人的関係、取引関係のいず
れも該当なく、利害関係はありません。

守秘義務契約により、上記２者以外の相手先の情報は非開示とさせていただきます。なお、当社と上
記２者以外の株式等の取得の相手先との間に資本関係、人的関係、取引関係のいずれも該当なく、利害
関係はありません。
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４．取得する株式等の数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1) 異動前の所有株式等の数 0株（議決権の数：0個、議決権所有割合：0％）
(2) 取得する株式等の数
27,855,328株（議決権の数：27,855,328個）
(3) 取得価額
株式取得価額
228百万SEK（約2,860百万円）
アドバイザリー費用等（概算額）
230百万円
(4) 異動後の所有株式等の数 27,855,328株（議決権の数：27,855,328個、議決権所有割合：98.14％）
（注１）取得する株式等の数には、新株予約権にかかる潜在株式(1,060,701株)を含んでおります。

５．日程
(1) 取締役会決議日
(2) 契約締結日
(3) 株式譲渡実行日

平成30年６月25日
平成30年６月25日
平成30年６月27日（予定）

６．今後の見通し
本株式等の取得による平成31年５月期以降の連結業績に与える影響につきましては現在精査中であり、
今後公表すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。
以
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上

